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● キャンセル規定
キャンセル規定

● 健康診断前
健康診断前の 食事 は？

受診日7 日前を 切って からの キャン セルに 関して は、
原則、検 査料の 50％ をいた だきま す。事 前のご 連
絡無く当 日キャ ンセル された 場合に は、原 則、検 査
料の100 ％をご 請求さ せてい ただき ます。

食後10 時間は 血液中 に脂質 への影 響が残 る可能 性
があり、 念のた め12 時間以 上の絶 食が必 要とな り
ます。前 日の夜 9時ま でに食 事をお 済ませ くださ い。
水分補給 はお茶 も控え 、水の みとし てくだ さい。

● 受診日時の
受診日時の決定

● 当日、
当日、 尿・便 が出 ません。
ません。

ご希望を 伺った 上で、 申込み 順での 受付と なりま す。
各日程の 受診者 には限 りがあ りご希 望に添 えない 場
合もあり ます。 お早め のお申 込みを お勧め します 。

便（寄生 虫・便 潜血） 、尿な どの採 取が出 来ない 場
合は、そ の検査 のみキ ャンセ ルとな ります 。この 場
合の返金 はあり ません 。

ホーチミン常時健康診断
ホーチミン 常時健康診断
のご案内
のご案内

● 健康保険補助 の対象になりますか
対象になりますか ？
● 結果レポート
結果レポート
各健康保 険組合 の規定 により 補助対 象とな る項目 や
申請書式 が異な ります 。お手 数です が各健 康保険 組
合ご担当 者様へ ご確認 くださ い。

● 妊娠中 （妊娠 の可能性 ）です 。
● 健診費用
健診費用のお
費用のお 支払 い
受診後約 2週間 で請求 書発行 いたし ます。 お支払 い
は請求書 が届い てから でお願 いしま す。な お領収 書
の名目は 「コン サルテ ィング 費用」 となり ます。

レントゲ ン検査 ・淋菌 ・HPV検査は ご受診 いただ
けません 。セッ トプラ ンに含 まれる 胸部レ ントゲ ン
をキャン セルさ れる場 合の返 金はあ りませ ん。
事前にお 渡しす る受診 のご案 内（検 査前の 注意事
項）も必 ずお読 みくだ さい。

● 「 再検査」「
再検査」「 精密検査 」について
● 常用している
常用している 薬が あります。
あります。
ウェルビ ー会員 であれ ば、ウ ェルビ ーアラ ームセ ン
ターへご 連絡く ださい 。現地 病院で の精密 検査を 予
約手配い たしま す。
※ベトナ ム国外 の医療 機関へ のご紹 介は行 ってお り
ません。 あらか じめご 了承く ださい 。

現在通院 治療中 の方は 、予め 主治医 に常用 薬の服 用
について 必ずご 相談の 上、医 師の指 示にし たがっ て
受診して くださ い。ま た、服 用され ない場 合も、 受
診当日は 念のた め常用 薬をお 持ちく ださい 。

● 生理中 です。
です。
尿検査に おいて 、正確 な結果 が出な い場合 があり ま
す。予め ご了承 くださ い。

健康診断サ ービスに おけるプ ライバシ ーポリシ ー（個人 情報保護 方針）
ウェルビー グループ 各社は、 健康診断 （以下、 健診とい います。 ）・検査 ・予防接 種等（以 下、総称 して健診 等といい ます。） を
コンサルテ ィング・ 企画・販 売するに あたり、 健診等を 受診され る皆様の 個人情報 の収集・ 利用・提 供に関し て次のと おり取り 扱いする ことをお 約束しま す。
1.個人 情報の取 得
当グループ 各社は、 業務上必 要な範囲 内で、か つ、適法 で公正な 手段によ り、個人 情報を取 得します 。なお、 当グルー プ各社が 健診等の 業務上取 得する
個人情報の 種類は、 次のとお りです。
（1）健 診等を受 診される お客様の 氏名、住 所、生年 月日、性 別など、 お客様自 身に関す る情報
（2）診 等から得 られる、 医療相談 、検査デ ータ、フ ィルム、 精密検査 等の内容 又は結果 に関する 情報
2.個人 情報の利 用目的
当グループ は、次の 業務を実 施する目 的に必要 な範囲内 で、個人 情報を利 用します 。利用目 的の変更 は相当の 関連性を 有すると 合理的に 認められ る範囲に おいて
のみ行い、 変更する 場合には その内容 を遅滞な くホーム ページに より公表 します。
（1）健 診等の予 約、事前 準備、受 付および 医療相談 や健診等 の結果報 告
（2）健 診等に関 する請求 処理
（3）検 査測定値 の精度管 理のため の検査結 果等の調 査、分析 、管理な ど
（4）集 計・統計 処理、職 員教育や 学会・研 究会等へ の発表な ど（匿名 化して使 用します ）
（5）サ ービス向 上のため のアンケ ート実施
3.個人 情報の提 供
当グループ は、個人 情報保護 法その他 の法令等 の規定に 従い、以 下のとお り、当社 が取り扱 う個人情 報を第三 者に提供 する場合 がありま す。
（1）企 業などの 実施主体 へ健診等 の結果を 発行し、 あるいは 紛失時等 に再発行 する場合 。
（2）精 密検査の ため、外 部医療機 関から心 電図記録 、フィル ム等の提 供を求め られた場 合。
（3）伝 染病や感 染症の拡 大防止の ため、公 的機関ま たは法令 等に基付 き権限を 付与され た機関に 協力する 必要があ る場合。
（4）合 併その他 の事由に よる事業 の承継に 伴って個 人情報が 提供され る場合。
（5）そ の他、法 令に基づ く場合（ 個人情報 保護法第 ２３条第 １項各号 ）。
4.個人 情報の外 部委託
当グループ は、次の 場合、目 的の達成 に必要な 範囲内に おいて個 人情報の 取り扱い の全部又 は一部を 外部に委 託するこ とがあり ます。
この場合に は、委託 先の選定 基準を定 め、あら かじめ委 託先の情 報管理体 制を確認 するなど 委託先に 対する必 要かつ適 切な監督 を行いま す。
（1）現 地での健 診等の企 画・販売 やそれに 付随する 業務を、 企画販売 元である WellBe (Hong Ko ng) Ltd .から、 当グルー プ各社に 委託する 場合。
（2）健 診に関す る業務（ 身体測定 、血液検 査など） を専門検 査機関に 委託する 場合。
（3）心 電図や胃 部・胸部 X線フ ィルム読 影を検査 機関に委 託する場 合。
（4）個 人情報の 電算処理 やシステ ム開発・ 保守管理 、結果レ ポート発 行等の業 務を専門 業者に委 託する場 合。
（5）個 人情報の 廃棄・消 去の業務 を専門業 者に委託 する場合 。
5.お客 様からの 開示、訂 正等のご 請求への 対応
個人情報の 開示、削 除、訂正 、その他 苦情、ご 相談につ きまして は、W ellB e Vi etnam Co ., Lt d.まで ご連絡く ださい。
ご本人であ ることを 確認の上 、速やか に対応い たします 。
WellBe (Hong Ko ng) Ltd .（健 康診断企 画）
WellBe Vietnam Co. , Ltd .（健康 診断の企 画・販売 ）
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英語表記 のレポ ートで す。日 本語翻 訳はあ りませ ん。
紛失等で 再発行 を希望 される 際には 、手数 料が発 生
する場合 がござ います 。

【常時開催】
常時開催】
月～金曜日（
金曜日（祝祭日除く
祝祭日除く）8：00～
00～10：
10：30

病院 ： Yersin

International Clinic

《お申込・お
申込・お問合
・お問合せ
問合せ先》
WellBe Vietnam Company Limited.
E- mail kenshinkenshin- vn@wellbemedic.com
TEL：
：04TEL
04-39743974- 9354 / FAX：
FAX： 0404-39443944- 6520
ホームページＵＲＬ
http//www.wellbemedic.com
ホームページＵＲＬ
http//www.wellbemedic.com
◇この健康 診断は ウェル ビーグル ープが 企画し、 Y e rsin

Internat ion al

Cl inic が実施する健康 診断です 。

お申込と
申込と健診受診の
健診受診の流れ
健康診断+アフターフォローで
健康診断 アフターフォローで
みなさまの現地
みなさまの現地での
現地での健康管理
での健康管理をお
健康管理をお手伝
をお手伝いいたします
手伝いいたします。
いいたします

① お申込
◇申込書・受診者明細書に必要事項を記入し、E mai lにて下記まで送ってください。
＊受診希望日の10日前までにお願いいたします。

心身の健康・体調管理は、ご本人やご家族だけでな
く企業様にとっても大切な問題です。健康診断を受診
すること、必要に応じて迅速に再検査や治療を受ける
ことは、生活習慣病の予防・隠れた病気の早期発見・
健康維持に有効です。

WellBe Vietnam Company Limited.
kenshin-vn@wellbemedic.com
Fax: 04-3944-6520

ウェルビーは、健康診断+充実のアフターフォロー
で海外で働くみなさまの健康管理をお手伝いいたしま
す。

◇健診日時を調整後、弊社より予約確認書を返送いたします。

② 健診セットの発送
当日ご持参いただく検体（尿・便検査）容器や注意事項書面等を郵送にてお届けします。

受けっぱなしにしないサポート体制
けっぱなしにしないサポート体制
大切なのは
大切なのは受診後
なのは受診後の
受診後の安心です
安心です

③ 健診当日
◇検体（尿・便検査）をお持ちの上、ご予約時間の10分前までに会場病院にお越しください。
◇所要時間はPlanB（基本プラン）で1時間半～2時間半程度です。
※オプ ション 検査や 当日の 状況に より変 わりま す。あ らかじ めご了 承くだ さい。

健診結果と
健診結果と同時にフォロー
同時にフォロー医療相談
にフォロー医療相談を
医療相談を実施
◇医師との問診時に、結果レポート受領（医療相談）日時のご予約をしていただきます。
※受診 から1 0日ほ どで結 果がで ます。 医療相 談は月 ～金（ 13：3 0～16 ：30 ）でご 予約く ださい 。

健診結果の郵送はいたしません。必ず病院でご本人様へのお渡しになります。
結果についての疑問や不安に思うことがあれば、その場で医師に相談。
④ 結果レポートと医療相談
もちろんウェルビー医療通訳スタッフがサポートいたします。
ご予約いただいた日程で病院にて結果レポートを受領。気になる結果に関して医師に相談がで
きます（通訳スタッフ有）。
（日本語翻訳レポートはありません）

会場病院のご
会場病院のご紹介
のご紹介
迅速に
迅速に次のステップへ！
のステップへ！ ※手配は会員のみ
病院 ： Yersin International Clinic
住所 ： 10 Truong Dinh St.,
St., Dist. 3, HCMC

二次検査
治療

再検査・
再検査・精密検査
の手配

健康維持
専門医を
専門医を手配し
手配し
通院治療

予防接種等の
予防接種等の手配

緊急対応必要時には、結果分析後すぐに連絡・病院手配いたします。

日本製のCTスキャン・MRIなど、高度な設備を備えるベトナム私立クリニック。
内科・小児科だけでなく、耳鼻科・消化器科・循環器科・産科・婦人科の専門医が常駐しており、
幅広い症状に対応可能。すべての医師は海外留学経験があり、英語が堪能。設立には外国人医師
も関与している。ウェルビーがサービス指導に当たっており、今後は日本人がより安心して受診
できる環境が整備される。
バンコクのバムングラード病院、
シンガポール・マレーシアなどで病院を経営する
パークウェイグループとも提携。

